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はじめに

ハシノアリ m専の「二，:{f学JEコJl，+イリ3fluSK01il;::;) :土、引会主義体制 1，~ .' )'，、

と長年じわとハ 研究を車ね、事くの若耳、論止を発長Lたっその巾 P体系的な

主書こしては、 Korr~ai d980，じO~lom ，日 ()f Am只te:-d:HC

Sf)l;'，!li日1丈ys、erp-ThF;'oliL!(ど1j':CI)lI()fP Y 

of CO:lw:unisι11-;;. Prillcetcn ll:-，i同 rs，tvPl を日 ?ι 日付~On. New .JerSE'，¥')許宗げゐ

こJぷでき ζ3 符に定者{止、 198ト甲山l1iてのソ j豆、取はにおいて社会Jc斐枠制ー

が属 1 た応駄を反映にで、 l十|会て主義体制空イ[:.訟 を体系的!提0'している

1¥0，:11 υ r;Tl l;J と九山 11 ::1:辺 9~

){r)(1l九i(~(!(!O ， <¥V ::at t :e仁h三"只c0:" Sy~: (， I:l f~' f)'1l Sü仁 l 九 li~~I:l :0 Ca日 i~al i ~a:l 

[lo抗 日c{Does Not ¥1剖 n/.{The Jo-~ rnal uf ECOnOliiI(' Pe↑叩合 Vo:.14，1¥'0.1

:.\Yi~~er ， :?Cl刊すり人 27~/1:? 只)ごは、幾分析 L くなうと社会土認仏前変比五告を a:1羽

Lι1，，' ;::， υ 本病、 i土、 ](o:-JJ;.;i(1992)及び ](o:-JJ;.;i(2CCC; じたホ芦れた村会下~'~

津市じ変化論か簡単仁ぢ珪c，い\っかり論)立から 1ic~'l'するこ}にする l

=E P 

コルナイの社会主義体制変化論の概要2圃

木目iJ仁おしては、コルヰノ iつ七会主主f平和i電化誌を管土.2.γ核珪ーするこ l.-.' 古

也伝子山 ~4.~O ， ];;S? 

?.，) ，~ 
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Kornai (1992) 

平平では、 I~;~FJ TAび， 1宇中J:吋2¥1変化 JJ;fiJ IJ ら丸て '~0 千 i 会てt 誌作品1

1二お1、C三じる必/LI土、 l 、下hr:;tu型J (wo!，cケ pes.'会設定すゐこど「、 E握

この t")な類型lユ、以 hの上う凶つ設定宇ω ことができる 1) 

2，) 己負白目、出d

4 )駁千f会 T_~\~

2-1 

本命一H守・符ィー自j-ff，.市J:.~he r'2¥'叶 uム'(1112，円 tc21lS1←on.?lSYSf刊人

iJlピc1a e:; ~icd 町民εu;) _， 3) l!~C主的体制J 1:I，e ぜじ¥，fj

!卒、 rtl~ (t，!;(-; pr氏九(下c:;-..l 日ム~，，:，; :prl) i，nl-21員i"

まf、r"'J¥台前回移行的fi'wl"Jは、!長五王義イ弘前IJで，，"台が起きて、社会ヱ義

f下11Jijへ移行 4るf下11Jijごある the~ra 1":; sltion from Ca;)i~2.Ls:n to引ぷiali日} 社史

的ι、ニグ)j うな革命、移行は マjレタスカ;十塑じだよと三:;n記なり、夜展仁た

青木主主主若tJて吟はなく、ゼv巧、社会、政治郎~'(-;自主的な[:}.'.:々で起さ丈 i21-2;i員l

付士会4義{七)修行刻を評て、「凸間的体制ーが成立するつ凸期的体制は、 t 

dノ ιうな与県自む車:!}JJ を持つ構造を成している:.3CiI[弓 1、

て、てには、 士典的社会 i義1.1'旬i乃多¥の l現象..; i，prwlIυr'll:一山)の立 ("1えりげ

つ l ギな1'，巣 á'~iilf'悶 J Uhe wlIn line (、fC8.I1Se，川yけま表現主れ亡いるサ悔いト、

現五社 }:;-C' 五際;;:現わ~'-る:'ri.:tJ )ゴ向/-'./'j-周丁る'iJl作用 u-ゼ出 :1り川は、長示 L

Eきる

頁

凶

町
一

ι一

L
九
L
T寸
一

〉

1ι
一
直
門
均
一
日

b

↓↓

j
J
i
m
-
川

町

ー

一

日

一

洞

休

四

川

崎

怖

い

叫

川

一

川

一

r

u
r
一一………一

底

的

。

体

e

義
ー
一
問

主

L

社

M

脚
"
同

古

汁

図

1事l来日
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ぷこ抗ら下よ;~.=:t~~が、青木主主体制左京{f-~ 主義体制的凶 との体制に屈するの

がは、段l常に殺j主されて、るが、この問題は "1ア詰 Fむこ iにアゐ η

Ulつj~::: '1'字00:，4'刊 1"引



引

ていなし、川i

了六守呉的十判|会ヰ宇〈づミ計T宇三品嗣il;$:&1説却ド悶ゾ~/j十←寸す"る鍵は、 I 政h~ìt罰忘 J I.the;ω11こals~rllcture) 1ト理

主'f'J るこど E ある}この注つiJ-C~! ょ、 l 立体制L ロrty町 st('11;が成!')':l'") 

党体中治よi'i典前体制ド至〆~)b:jではな u ので、

寺川日

この執1削lj(

党ド社会主義l下問しつ lJ:六自古川念 1I ム l~e offici21 icleo:o幻 1 で~Uえしなければなり

花いう :のふうな政党i;、γJνクス L、 ーン寸でお政J長::M出口:s ~-Lピll;ll;~~ 日目 ly)

τ 去る η これが、i'~t:キ「に表現弐れ亡いるはfi'、戸点、 1 員 i

古典的体制 F(与、「匡家所有 I. s~a~eυWIHòrship，)が管轄であゐ刀、、うかなく{レ

も校し、前部門':the k引 ;)0目 t lO l日)ノ，)qA*i~rl 有の I にある ニれ均、頑域 2に表

，-H? れているうところが、村会主義休制ぜ、 ~Ií' <-J間関を7正(({"(-if!;';j乏の河まと対等

仁抜りている足取も ð')".' 亡、[:}-'-:&主所有が、主会平誌位、汚~~己討す kJ 持 'L、基準

1 ，守山 1ぜ J ぐっ肝iu:~)ど"'う見解もある。かL、 ，v:~前事長が示〕て J、れる

ζうi二、じL家I-jii'T-l í~ 司会主義的E支出格廷を成立さ土るのではなえ、?一会主義的

政治構造かい、1'，ま所有を「トレi{I 'I すこい~; /)仁丹、氏J台j奇人立が、所有制l長 ;r;ちっと

i~~<，主自;J どこ汚点る (;iGl~桁2 t=i)，)

占掛「つ付、前iHよ独特な政治情弘、公寸自~J型合、所有形i自慢が坑i与すれば、終消:言

動そ :J』i整ヲるのι 、 I 官僚的調整 (l)Ure2.Uじ ra~jc C(lorcEn:l←!(l11:が」ーな i空言1を果

ところ刀言、 4アベ1 の

たすようになるヱ仏;;~企業泊政、市場?)ら日律的なれ悦行方害及び払吾を 1Z

り除，'亡、政議決定、↑吉-r~;K 中):..場由化[て、水平前関係ょ;ノ:' ~ j i活的、"Ei1'前

関係!lt支配的な滑〈tLなど!，-これが、 iJj.{域 :j(':..女王『されとし 4 汁ず -:Yì~\頁!

続， ，て、精域4i主る υ ここには、計呉的体出でι きて， ，¥千込者ら l、actcrs)

の;flj't間保、動減、 :Eらの持続的な行動 e 彼らのオ去の間探ク〕ヱな?丁i設が成する

計間内成J)ょ品五平の5ドけ引き I，plani日1日 IDI己記J、'1孟呈重視ドh合 qc;川ti:vdrivで i、

上殺さ「しつdH守主義的 (p2.teril<1) i stid行動、 印之るJいj子ユ首首:申J約¥:出h:"叩 f什tbυ吋clg肝ειCω<)

S以叩L汀Iη山山lHυ予J込:-、 H"-l守(:~~，}-;;:; ~Bl 込 ;7. 1心 ':d同 W出k 1 eSpOII~i vどはどS::;~O I)[:;':出lなとを挙

伊ること古Vむきる!日行1畏

議後内情的 5(~:、y:tj興 R~体制い良型的で口筏白tな rYlif'午前主主本呪わす

(立i2.i;， ~ypes of n:e-2:，a:'Usms)亡して、

円場調埜川町h:¥け(川1illι11れl人

川信珪的説牲 1，[ムbicalcoo:-din;~ 

Korn:li (1992:9:')は l士要な詩'''1:去十投稿

t つ合jE示しといる同伶約調室、山

わ判作=時三事(self--go刊t'JLJ日 coon:l山;-， ~ i f) Jl_~'、

liulli 、日 i本t事河訟も T:lily('0り【;ip，<ioロ)，~ 

Iti止、日比 38，I ;;S。19:3J 



コルナイ 0992、2(X)O)の「ネf:j}キ義体制空化論 4対する論計

1m更されたb延長 Uorc引'1gr"o¥vth)、労働力不足(1a.bor"shor"~age) 、陪航された失

業(l1nemploymenton the job) 、慢性自刊、足経済 I~the chronic short~問 economy) 、

貿易の体制特有な役割 (thesystel1l sp引ificr-ole of for"eign tr"ac1e;'な止を挙げる

ことができるほ問責)

このように占典的体市Jは l凝集住J (coher'ence;'を持つ ζい亡、これは強当

でもあるが、弱司でもある。肯典酌体制"、千青採に絡み令戸てい-0，f読物のよう

なものご、一本Fも切れれば、すぐ全体が断けて Lまうりこのような古典的体

制は、柑当在期間存続するこ止泊す-cきるが、 J括主!iJな|付的問題による苔憤される

緊張!:オ'盾に、変化を強いられるようになるり

このような変化を強要宇る「誘ヲIJ (i nd l1 cernell~s) は、次のように川つに整

理するこ土ができるり 1;，蓄積される経済的困難、 2;，経済、紅会生活に対1

る大衆の不r品、 31惟力屑の白信感世央、 4)1也の匡々 C起きる変化の事例な

ど(:383-:38日間}

このような誘引によって、占典的体制の多くの分野 E変化が生じる。このよ

うな変化l士、キ次元的な (mulコdimensio口ε1)ものであるが、分析のために、単

純化す札11、二つの次元 P、把揮することが Eきる 2 第 "、定化の「深さ」

Idepth)である。変化の止とる領域が左側であればあるほど、もりと涼くて

ld肘 per)、右側ごあればあるほど、もっと皮相的 u川町叩問1"11じ1之l!ごある。第

ーは、変化の「徹民性J (radicalism)であるつ同 1-領域で変化が1+1:ても、そ

の徹底什は、相異なる場合がありうる日制-;)37頁)-; 

このような基半で、 T行典的体制で，C;， 1:る変化l王、いくつかに類型化「ること

ができる η 第一l止、 '1以以改羊J (pseudor'eforl1l)であるのこれは、領域 1、2、

2の基本酌属性の白、どれ つにおいても、「それなりに徹庚的な変化J I.a 

m日'ler'a~ely rac1ical .?Jter.ation)さえ起Jこすよ Jができない変化を百う日明民}

統制の「完成J '、問deじ:iull'o[山山(1)(;、この古E恥に属寸る (;)65頁L

第ーは、 Iej(本J ¥[εform;' ''C''ある これは、領域 1、2、 1，つ基本的問仕の

白で、少なくともい「れかの つや、水久的に、司i'sI的に変化きせるが、付会

主輯体制土いう範囲を脱しない変化を言う 1388員 }η この21時には、政治自STf

由化(pulilicallibel"alizaliuJI)、私的部分の復活け引ivalυfPl"i v<-:~e 出じ Lυγ) 、白津

市二営(町lf-m之江崎即日nム人市場社会主投 i，markets山ialism)、価格己主市:(pricεIε 

「りnns)、巨j刷七緊張 Una仁川 1ぞTlSl()IIS}なとがある (565'-568"0人攻草j4程に出

i')立つ改革体制l土、安定住がない、古典酌体制を戒す要素は、凝集住を持りて、

北決60(4'37)1049 [94] 



引寺川日

お主，川~'J I き市-'.*"Z) が、そtL;- iJ fitJに、 Eえ+.;'1"市:ーをf&す12:;t(土、凝集「がな

くいお Li.' ，(二排斥 9る。したがって、文主主体主J~玉、 つの反抗 Iこ直山i-jるよ

うになる}ーっμ、己1!>>:-8~J体制にまゐこ!とあり、もう一つは， )1"命的な政治

的変化])';引手入って、、くこ tであふ':;;70 .--.S'74 0:) 

弟 I止、 r-;:y命J いぞ¥'oiutIO:' ，1である .，:. ;r，~は、制域 l で、もっ l も校本的な

変化カι1 るーと、す士わ九、共産党内tfi' );5~ ，':が崩れる干とそ言つ作認しミて、

青木ヰ二荘守場註昨に内かっ i悦利72ヰ二再移1-:-J ~Jl川町!日つlis'，' tt肌引のnが起さ

る1188-~~9 三んだが(本合で担われる)政尉の変化を f宇治IJ変化 i は言えない

これは、体主j変化のための政治的fji:材一条{すの中、 フに過ぎ.:~' 1.，、 it'i，!j変化は、

かなり長い叫r~:J な要する ，~'-E: '1: 的~;'.~粁 cあるたがっ l、、日目ぷ 1-'会下足紅会で i立、

主体制'Jj (du川町、↑ t'JJl.'がかなり長久持続古るごあろい 'II~芯の間 l

このよ )f~ r'-~; ~:) 0)頬引は、 見、継起H守'J'仁川町nlll、引に足えと}ウ言、ヲて際の記

?とはrI維で志る {紅会主義体制への:移行期í~{終われば、古典的{示叫が江主立ーヲ

。が、グす ~Jc~手作引がt去に続く は言えない。 Cl991二干のE手町、で)r!:r呉イj1-+、市iが

み一切正 υ てν る戸々も品ッて i，.1じ初折、 ι ム ノ仏、 !-i_~-~~ 体制か~} ':改空(令市1争

終ずい 1 説社会ょ義， \i~::UjfJ ':F刊;:，)Ll;":'~ 七もあ~) (rR 1イツ、チニコ λ 日

ノ咋ヲ:'fl9、20、392---39:) tO ，， -j 

iくornai(2日日日)

ここ Ci.!、社会土義L弘前かλ資ノド土芸仏間jへ将行土る河包が論じられとし、ゐ

2-2 

3 干のような埠訟をi司式jl:-'-;'if、"7(のよう Iこなる一
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資本土義付、市'J疋tF社 会 実 枠 制i士、ワ:，世紀を支配三:二つの仏ftlj-c'あ川り7頁)

つの作品十:I，i， r 件市 j特布な諸属t~J 、;;'，1司令 n-s:)E'citic a~~ributes) チ注とて、守

男lョするこ J 均十Cé る (~/f~f).- ， ~Xの医.]支は ι これty平込わす (29員九

i図 2 ]社会主義体制及び資本主義体制

(Modelof出eSocialist and Capit副istSystems) [Kornai (2000:2自予言);
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資本主義体制のモデjν(Mocielof the Capitalist System) 

日 'T毎日jb
，¥ 'J U lI七~~，
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ξ主い

当

，:1以哨裂の守勢

"叩l刊日 ill"t'::
叩丸?山内出 1引}

-'.dl':rfτ産の )~ð[>~1
H;): 

印刷円'1""， [JJ凶 11t:-1I
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払〕り財.'I):i(ドロj昔
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い ~1:8' ，W 吋 f
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この;叫まで、政;古楼}J、財産詳のう:i<t:、"'1点空機構<1)主主打者〉工見1，'}可、左倒的一

つの領域(j:、各体市，:j(1) 1"根ノ午、前属性 ':lllelUllJi.tHlelllal r町 ll:-e:;)である 3 これ

レ}は、各体主j ご~'~í:;;斉主えに典刑的な I hf}/タ / 日日 tV:Jeof l-，lf'hav:oり[頑

主古川、典塑RZな 1可手):4J県象j (:;位、シl，h:;':i引いll(/Hi¥，;凶eW)lEe;ピI[問主主~-) ~古事

ノと古る 1_29只

このよ)¥一二 J乃体審Jを照解1":tι;正、社会上義イ半世から託本上義作者Jヘ修行

寸る:i;;:;佐を騨対する~ ，I~ ができる~志る社会í~{、領土ml 、
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害副

社会主義体flJljの俣本的特色1から速くなれば、「将行J (ム山lsi~ion) 過程が始まっ

て、これらの領域が資本主義体制lに特徴酌な称柑に至れば、変化が終わるっそ

Lて祈Lい状況が俣トいて、不可辿的にならなければならないは(1頁 }η 政治推

力、則産及び調整様式の交の柑片作用が移行で重要であ匂が、政治的慣践が下

な没割zri主じる 時には、組域 2、3-C'移行if'始まる場合もありうる if"，~M域

lで、出要な変化が斗じた与をこそ、移行の完成が"1能となL。政治的領域が私

的所有、市場に友好的にならなければならないのである (.3，3員}η

移f二を「政t古的性格J I..pυlîlic ，J 山~llre) とし寸側固から見れば、ごつの類型l

に包時Ijすることができるの第 に、共産独裁が反共独裁によって交替される Jご

しミう類型lである。ハンガリ でベヲ・クン (llelaKUld政権 (1919年八チリでア

イrシデ (Allende)政権、アフカぃ二スタシで紅会主投政権が巌れて、反共独

裁政権が成止したことなとが、 f刊と Lて挙げることがPきる。

あ に、 lピローマ章命Ji，velvet r引 rolution)を経験した東欧のいくつかの凶々

で現われる類型である2TT内政出11'制が崩れて、民主的体札が成立する活程に

あると言える、 if口、東欧の菅のキ|会全義l'家、ソ連0)解体で盆場したl' が々、

皆、このまRU:Uこ寓するとは言えな'-'¥，例 ユーゴスラピア、いくつかの白央ア

ジア広々、ベフル←ンなど)一

第二に、白国(そ Lて、おそらく、ベトナムも 1が折Lい知引の可能'tを示し

ている。共産党が|何部から変わりていゐ 反資本ct1t的 (anti-c~pitalist) 政治

勢力から規資本土義的 1、pro-capl河 I1州政治勢力に金わっといるのごあるの1

頁)一

3.批評

KunJai (1992、20ω)は、非常に説f何可力のある社会-下主J畏主変イ化七J論布を提示 Lて

るJ言える勺一つの体出Jを分別する l中行な」基企を設yとして対Jt~ているし、

体制の肉果的車問で、政治権力の問題をもっとも1安心的な筒践として設定して

いる当が目立つ 主はいえ、 Lベ戸 Jかの論凸は叫検討する必要があると巴、われ

'0> 0 

，) w典的体市IJを乱開するモデルを、そのまま社会主在体制全般を，¥iH)jする

モデルとしと採択Lたのは、方法論L、問題があると恩われる[(l99:!:19---:!1 p.J 

ごは、紅会主義体制で l下位組型土 L''C)古典的体制、改革目的体制がある E設定

[97J 北法印(4.34)I叫 6



:.:;;1 -!-/ [lD問、 200G)力 引一日τ一義持古l苦iζ 古 ，:Mす品目指r:;t

てl 、亡、口典的体制を説明 t むモデルが、(~リリり )nl 頁 i に1，，~示されといく』

と、ろが、 (2000:291::';;'"2:'1.;t， 干のヱデ )vi:'>'千i会中」主体制を説明ナる干デルと

Lて崎ノ戸、さzてνleJ 包括組It::1))異なる )1)) f4:;市il， 1説明ヲるモプルが1:)じ

であるとしうことは、このそデルカ三一つの i 人少なくにも っし~~kR?-9;(!こ

レが一行きなv¥ 止いう 4 レを三"1、する ηf士会土義H，.wC:と4えを~5tLjjずるそアル一行

(手、，_.， '-、つかの 1、杭主司会に I共通欧 J ，j主将色在提示しなけれ】まなっttl，'、あ

ふ下f，j: 払-;!;~; ;!;〆 ~~~l~ -slゐモプルむ;土、 1志の下N:払-;r"1入号1，竺れ品、 l分旨1)自にな

特件を提示 Lなりれ!Xならな".'e， 

2) Korι11，、 902Iで、 i 位f-B.型 I(prototypεけが、 kのjt:;tl;に高ヲるのか

カ沼t~:床なよみ ft があると日、われる。ポ1 ，主主義体制的 '1斗 j で、革命前・移行 Jri11ミ

$: J， -l~j !tt- [8件事J 、ゴノ、不自t 体ちJU~ いっ ! っ1])矧型」がうよ出1)さ主っそ:し、 この

ぶつな じJ去の{わ体税金化が来る場合中L い 鯖R:!Jシして五十二f、半義

体制を誌7F，-1るこ j カ{'("きるぞ、 1:三つい=る

ての説 i~l-e 、 1，\しず[則一仕えとは、脱社会 i 義仏市i が ζ の{洲、こ属するかと\.)

つことごある}村会守二三主体制か、資庁、主技生'Jか、/ーれこも Ij@波剥J にあるの

かワ 1やらく、 1;-司;空間J いhるド誌'71 ているよう，-見え勺 j

4 提示されて 1与るそデiVii，j.-会:千二立体制 段者説明するのに悩心Lv小、そ

恥とも (τ1υ一割;，~I (J)口 Pーっと L て E丘二さ引る)ム具杭体汚'1 み説l斗号る niこ巧応

d U 、少〉主般的に見仁、引会主主件、市j-i;'i:1C~止}担寸る(I)(.::nL，~'，しい{ニう fゃある

;i~;1) ~白lfZでは巽兄があ心がl 共財党内1主力独占、匡ヨデ所有(1) ι記均弛E'、円

{令指牲の持 ~(j な止は、社f7主荘佐和j 紋門主わιる午J' イ:レ言える

~l~r E'ぞっ r0~cty:) ぞ s m<::y b守 ciI s ~ i n芦lES吋 edin thで soじi;.Jistsys~ E' rc 1. The 

n-'v (j Jlltif，Il ~:t.}. tr('.n~i:inn 刀 I 只、日ム行，n .~th(-' ~1'?llsi:i fJ ll f:'f，!，l ¥ι)1 tιi只灯 ム心 Sfh'i;-::i只!T，

2. Tbe L' ;a ，， ~]c 日 l 弓y引θ也、01 け a~， SIC ス l 宍 oci?JisnJ. ，S. Tl~手下手10r r.l 公、 s~e:ll (cr 1ρ 

υ1'1n sut'i(ll叩:'， lHiY):19頁J

斥 A，'er these坑 2.ges0，ヌOCl三1，ヌ nC01::1εヌ乱 C'ら11g:eof syst目立;in L'::i只 res;)ec~ one 

call lalk 1)[ a furdH::' p l"v~ulype: 4. T11ピ ;)()sl:-;ocl 乱 lS~ sysle山([b.'l!'allsItll)lI IvrII! 

引にU::ISFI ':1 じれP'江守jSill).(1992:2':1只}

“[?下冷で〆克われる J政!ィナの変!と衣体制変化tは言三なし これは 体制変化

のどめのど土泊的τjR条件の巾 ε っ/'，t-.7'あ :;i 体制生化以、三l 唱?買をヨ;:-A、

すると買える Er，f史酌〆百軒でめる一 L-¥cl12.ng引 of，rwver:，rr:en: is no~ aじh2.ngecf 

託方叶口町1.Tf，FTfニl¥."f )J I 守 I;'~ Ilw jliJlilitι1 ;1l'(-'C íJ1 1(:i:' iJ ll~~ f(ir ，[. Tlw dlallp' (lf ~町、 e Tf， 1~~ 

a JL~~， oric;-:l ;')tT1C山 h:'1':se(-'):lS likr:'ly lわ目 qu山口 l0;，gprt 川~ 01し il'.w.] ~'， ~的2

S7Tp)" ，:.. ¥，う言及で うかがえるつ
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三うすれば、社会土義体市かん資不土義体制へ将行すむ脱名士会土義吋、市一jは、

j墨江刻にあると設すELて、地 h --C一色:平ゴntf;本 ~II 刀、片付会でt~t体制へ fHi-j る革

命的・移行的枠詰1;;よ、社会主義体帯Jに高ヰる J:~):~:とフることになるの干、一員

寺川日

七とがなくなふ

ニのような暖釈さを解決するとめには、 l持行的体市d に対して、 自しと

"1詑花解決i.l(豆、 つあ心と言去る。 つは、あ，~体悦か7昨'fnがLノ1芸、ある。

この上つな:aru止政
Fは、主主命的 待行均体制(レ脱社会ヱ義f了、吉 11 は巳二っとも、活湾刻(:~&::るこ{レ

に去る η もう ':立、Ij去り河]I (1)イ宇出IJに高ヲる!.餅 :iJ:ヲゐニ止である

ぶうな1'1"決夜では、宣命的 ~~$1 前作制 lz 忙会斗一枚 11之がl に思、 11万A忙会+特11ミ

it:j;土子号式主主体高1，l'属tるこ土仁なる丈

ニc)

ら伯<1)体制J にま化する過認識"ある:断吠する、こ:~ "Cある

3 )前域:亡、十主力独占、 党体古jを設士L亡、、るが、これは、「

刀、出会済体制をえ1京 'jt、， ，、っ J~ :i，深い 要凶 Eある!:見た、 1タオlたうJ寸 iこも

かi)';!)らす、十:f1.'いを渇、でせうili'てあとと思わず!./.，Jっ

パ L グの〉よ う:に.，堺辞渋 n.己fの〉泊が王t支ミ

議岐自前5 亨 t一はf怪l産1主E深ず之1:1こJがぞさ ζ 、Fころが、 こグの〉日討河わ甘河il:L起息(はよ、 ?グの〉よつ iに:処

t封叫埠'1正F汁[しd てもみ Uμ注、 -芯ご意的/々と問与鞄守

プ泊fベ必汁f作判C町J刀、 ζ しつ間組訪問〉かっ亡し、るからごある二ぇ:1:f:ド';11品目Jを治湾問にdつると

:O/iÍ日 Ci る(i)!j 、 'I-~ 生'kJ性格奇心~;1{うる安|斗が 1M<~-8 リ だと設定4ることとあろ

うコ“(千台で]習われゐ l此liすの北イ七を1i'*I.北イ七{レ μ言えなし~これρ1i'*I.北イ七
心ためのE支出的 i械条代心r[r'c- つだけ 1ミある ftiLC変化:主、三'.-'t r.-~'出;を't:求

すると見去る佳史的迅釈であるリ ~992:;;77TI)" と，__，つ T張』は このような

認訟がうかがズるι4孝行us体市11や I1-'~:ろ?別 J の仏、市叫に属する l 前釈するのは

体制の J七格ふれ1的Q 要只が「口住 町Jr:と設定昔るここであろうーオなわち、

止;({右栓力が規定げいJ 1恥 ennマi(iC刊を地っ ι寺えるこトである n 半ffは、従

主がよりよさ?単決策だ_，ld、つ、 CH!1-tの京市の対象である和正午 l'ご起ニる移行

で}政治権)J!.手、どのよ今な相会を形成しょうかという l遺伝的 7ログ 7ム J

刊川、 pro兵山川 山2::-)68 知的自 J{'d~- っと" 'るが、 4こ札i"途方をなしもの

なので、主主主実唱できな v 場 ζにある，~;、外部干;~伝子花謁な権力基盤の人的、

元理させる出力ブJすて;:~、場合を p;~: J':，工、「規軍好治ーをこの膏?主真きつよっ

変えるのは、持i!jの問主であるリこのような口から、 1さ疋O))fii{-it言))が江主""(rし

し ~t:i. 夫中手々の走行P 合出J する場介、現実 'ff 同以也、fI ι冶干でにあるが「祥三fiド開I J
~J: ri仁志、わりと土軒釈するのが遺恨むある ι ニ t:...~二、あるゼ済件高1，を視百1 そ】

「長;]-.条il，は、政治権力が持)f性向J :uri引 :<;~;CIlJ_;だ{レヰ号 i世ずこ tレであミコ

Iti止、ふ()~ 4 <Y'~ ， I ;;44 L明J



コルナイ 0992、2(X)O)の「ネf:j}キ義体制空化論 4対する論計

ある社会が社会主義体制むある7甲山は、執惟勢力が社会主義政党(='"7ルク

スレ 二ン主義政党)であるからであって、 党体ilrlj脅迫じて権力を独占して

いるからむはない Pあろうりある政治惟力が1:'のょっな社会を建設するのかは、

政治ilrlj度が党批か各党前IJか、権力が独裁的か民t: ÉI~か、とし寸問題とは次元

の異なる間担 Eあるりどのような政治構造を持つどいるかは、当該0)執権勢力

が、白分の構想を実唄きせるのにぶつか-0 r岡離さ」の秤度に閣わる問題だけ

であろうり権JJ独占が保障される-'~制 l土、そうではない多~制より、青勺真

を実況させるのにもっと 1世相jであるということだけを烹昧する。「必須粂f牛」

止は言えないり

もιろん、暦 Il!.的、符E史的に巨て、社会土義体制では、いつも 党体制が成

立してきたと百えるりしかしこれは、 l吐史的目偶然酌J Jj↓皐であり亡、 l論理

的 必然的」現象 Pあるとは員えない。ここには、二~~)の李相l を「傍証」とし

て提不1るこ土ができる仁

つは、白園、ベトナムで予想されるように、 党体制、惟力独占が維持さ

れる彬ご、体制球f了が起きる可能性であるのどう L亡、権}J独占、ー完体制が

維壊さ札る状況と、 i令市J移行が起きる可能性があるのかワこれは、 KOrTl;'-:1 

位、00:33頁Jでも言うように、反資本ct:i主的政i九から萩資本中北自(J政記へ執権

勢力の1り持が変わる可能行があるからである。

もう一つは、政治構造が一党制lか辛党品1)か、政治権力が独裁的か民キ的かと

いつことが、資本主義体iIJiJを形成、維持するこ土::~;関係がなかった J いつ杯

史的経験である一

このような現量は、 i6卒、昂市

;前古計+構帯札よ迄主む」ではない、 ということを言い去宇のではないか?資本T主体市1)の場併

には、む続的にまご l実証」されたが、社会主義f半面JO)場合には、紅車説主的にlはヰ

実訓きれてUしミな

川領域2ごご忌、 l財産J ¥pr叩町 ty;'または l所有」川Nnershirい土いうほ念で、

と産手段の所，，'問題、斗産紺車tの類型問題を包括Lているが、これはモデルが

持つ分析)Jを落 Jごすように見えるー仰jえは、生産千段を凶家カてザi有 Lている状

態で、私的土体がこれを借りて生時を組織す Q 場合、これを則.jif:'または所も!と

いう単 の慨念をもっては乱開しにくい Fあろう仁

ちI Kりγllai (1992)で、はっきり区分され亡いた体制内的変化である改革、

体制問変化である移，~ !:いうは去、ノo"... Kornむし市町刊では暖珠にな戸ているの

北決60(4'31)1043 [100] 



引寺川日

当門前十品市I:J.;;~ 2ft-iえつつ{ム制jに食えるが、社会土

づに体品十 ρ う笥慨を :;\-1. しない{芋唱'1 いJ的変化で、 íi~践し 2、 3 のま本的，r~性の

L斗でも少なくよも一つ令武久的、本主要自~::手交{じさせるこ rであり巴 j本市j:w.'1L ':七

1¥0 :'11 ([: 1，ヲリ引で(ぷ、 2ft:~. i止、

出場経治体市:J本円樫として鮮J:1o

つまり、」立ささ l三t..f，:";二、概念Hヲト確かにi甘さ

:れ(手、手事?ーがドヌる主主♂I~'目的1;. f きっかけ J とLて、執権

C;;ちも拶行(ユ、 '1'前で成 ;1した析しし此1俸が、
， '一、フレ、， '心;一る変化じわる、

れて，_"るのvとある。

勢ノJが急激な政目的i:iJ件のιドむ代告とされるけ mì'~ン設ノi LてL ふからとあふ Jη

，~勺

上ニろで、紅、rmu\ゾ口口~"))でl辻、改革>いつ縦走、に!司レての品;:lJji'{なし三ま、

移Jという者九一念だけが具われる。すなわ九、領域 2、 3が社会下殺体制に

!tt-~航な苛iF、か λ速くなれば、移行力'"自主円亡、青ノ↑主詫注市I:j~: !i1l-~j~な形状

ヘ立すれば、五年行が終わ.;，.)n そして、あるよ吉台には、 í~Yi)全乙、 :1 'cA五i'';が姑三

りうるが、 戸内場合，~，工、政出領域刀、私自むがi.11、円J品に友好目立(こなぺた後で"

午、持行の定政が可能 Pある lヘとしごいとな

ここで ~-G 廷になる(}):ェ、 ~"J売 2 、 3 二v 支:g:;iが!IP まる t~イ:、 ~onnli 1992) と

言っ2土苧--!手)-，-のような車問を11つのか、という市であ勺つこの弁が、廷かに

説ドゾ;je主計亡?ないυ 改革{立、元:;:-1-::: .. J"-始まるj活科か、ムがこもr:iz革)J 疋びノ l段

i、りl'公l陪】 lこまJ廷すれば、干事行f1:1芯に人るのかワごの上つないJ娃は、:士iに

'1ω2iで設定 μ 子二"， は 1;'1.な旬、「革命s';な政治的変化過手 !a !)rocess of 

~-e\'o: じム iOIl(j :'Y poJ:t:r?: (':-，;;11伊 s[19:r~ 日 7:1 玄J! で起きる也力烹干与なしに、湾行

(T)長己主る;:A;-uが Kc!":'x :2000) .Ci1J;' ~~ < --f:担"れてし』る rうらであろっリ

こjしや概念的に軒、:;~-sl )~ cr) (二、終場 Eμない問題じあ内うが 試みる1行信l二

あろう、1¥01訂正iI~ ;:O(引では、締果的 kJ攻主主交替な移行が起き心場台、移

リ了h:"proζE只只 o~ tr?n::;i~ion begin只 w-"e;，只OC1P、ヌhifts(~way frOE1ムh:"，'UIl 

tlにH ピ nL:dむ 1;;-:1 辻仁 le l' is~~に~ of ~hピ &ocidîsl svslelIc dピscr~bed ~Il .'.11什cksL 2 ;;-:Ild 3 

and [n;引 C::;l'礼'hcn::;ncicty r'c礼cl:c:'i:，;，c cnnfigur;-::，;on (jf block:'i 1.2 a:，:1::;; C ，arilt' 

lerîs~ic uf tbe c;:~pitと lîs~ sys:et孔 MUlぞuver.tトぜIlewst之fぜof江ffairsbas tu t之ke

~-OO ， S .3.:，(1 b町01-:1ぞ ~-:'ev刊只 ible ， :_;!'oO(l ~~u1豆、

'l: Th引 ~ran宍 tiO l1 :::'01:1 SOCi2.1i吋!'ケ】 capl:a牛 sm~tar~~; i:'. "on'.e cas引宍 inblocks 2 

引1(: :3. lnl: il ¥河口;同一け引い1r<(-'dり，，1シιr:pr!Jwη引行自訪日TV;.:ι"問 hι汽り('ClllTf二d;[1 

b;OCK 1: Jl乙 nel.y~h つ t ':b e f川 lil;ca1叩:t'， Fbas;)己じO川r:'com:UCJVF to pnv乙日 p;'u:)

引け ?;¥dlf;<;~rkt< :1"1引 ldlv.':'?CCO; 33R) 
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コルナイ 0992、2(X)O)の「ネf:j}キ義体制空化論 4対する論計

行の開始の時点を改革の始まり Jして附民的に設定しているのではないか、 1: 

守、われる。領域2、 3で移行が始まる場作、領域 lで必要な変化がム 1:た後こ

そ、序行'1ft完成する Jいう絞辿 i.:):)頁)、及rr郡小平時期に行われた民業改羊を、

体制移行をJ自にながら取り扱っている (32頁)こと刀、つもう刀、ヵ、去る lこのJ見象

は、 KOrilai (1992) -Ci土、改本土 Lて取り扱われたものである]口

このような処埋右式lz、体制1'1酌変化であ匂攻草、体制l問変化であ匂移行と

いう概念を維持しにくくさせるものである )0百える Lかし、これらを出句す

ることは、社会土義体制の変化を説明するのに重要である。その際、 Kurllai 

11開2)で設定しているように、体出j移千ノド、権)J交官とをきっかけに行われば、

問題は筒申であろう 2 ところで、 KUrIlai (2口口口)で設定してL、るように、権力

交替な Lに起きる可能性{中弘、ベトナム)を予想する土、 つのは念を区分1

るのが雄しくなった。 Kりl"Tl日 (2000)Tは、 I片足な解決策が促示され亡いない

E思われる 権)Jの交替ごはなく、権))0)性格の変化で体中j移千が起きる可能

性を下想しながらも、性怖の変化的様相を「あまりにも中純iこ」解釈している

からであるのつまり、 Korn2i(200ω ごは、性格の変化の係相!ごついて l反資

本主義的か、親古今二上義的か」ということと設定L亡いるの Pある。しかし、

このような閃式では、権))が、古典的体市Ijでは反資本ご主義酌であるが、改革自(d

体制では規資本主義的だと解釈されるはず Pある。したがって、 1主力安詳なし

に体品1)移千二が完成すゐJ品介、これは「連続的」過梓だと解釈されて、移行開飴

の~Î':~討す改革開始の時五ど J 解釈される Fあろう。

しかL、このように処理宇れば、ある変化が体制|人j的変化に属守るか、体ilrlj

ヨ占定化に属するかを、判|析する基準が消えてしまう 例えば、部小平時代の中

?司で起き匂長業変化について、 1qfhlの時三王で研究者逆行するI著作、改革という

車E時に人れるべきか、移行Jいう範時に入れるべきかを判断する...:.~:ができな

くなL。山後、権力交替が起きて体制移行が起きれば、改革純院に入Ilて、権

))交替が起きないで体中J移千が起きれば、移{て範時lご人れる:し寸処理を千っ

ていくと、これは、結果を確認 9~ 剛には判断寸ることができな L 、結果論的な

理論になってしまい、 IriJヒ現象を つ相異なる範時に所属させる誤りを引き起

こ宇ことになる 2

権)JO)性格を、反資本主義的か純資本主在的か kいう一つのうよ知ではなく、

次のように、三つに分類Lた方が、このような雄内を解決するのに役に止っと

目、わオしる、

北決60(4.29)1041 [102] 



引寺川日

1 ;， f1，的符材活動を河5-;1，しょっレ丁r山陽台v

2 :'私的;手i4'if;f')j:7:却すがJ(こj苛閉じ Jうとする場i--j'リ

::i;' ，]J，8(J経的活動φ日十何十日平手する場frn

この ι っ L~-T れ:止、 2; は、体制ド ι日ヲ変化であふ ~J: W~ 争 j~i壬宇/令状況であり、

'-~/ jょっ '0また，3"は、体出J克変，1:である tr~i刀、起きと状況よ土考λιれる

基準 t了 ~_tl 】ま、郡小l'日時代の専業攻章は弓1 了主'í?Jt，~; L:.高するのvどはなく、相変り

ず 北 川 Z五時に属する主うになる 斗町中斗宝章総勢ノJは、私的経済活動ん許1;分

H号(よ1古南しよう(レ Lて v 、た l犬 ì;~ILだ J だかりである，

日J 1日目2.i(2市川では、移正を， !.%、;2的自格 lどいう 1011¥"かっ、 τつC);:i!

zι分類しているがi 、かなり開設があふと Rわれる c

先立、土盗7){i支院である 元副型けま 71 産-~~設が反共主主投仁 Jt{ iJ 替えられる

現象であ灯、領引っは、 R.i11~帝11が成立 t.{)J豆象台、相R:!3 :J.、栓カセ誌なし

に手Jffが起きるJl.¥象でめる止言え£刀、、ここで、類型'jこじつ恭ヰは{可か Y

H守?宇和J こし ;主義 ~ts i止、決快な'と〈ゃあり、みjら誌な基準が!日!なのかがうわカら

， IT"-出

，，' 
~ 

E;L 、 L半守口ら mj，まして'，.ì る J ころでhるが 1 顎T型化から jfd~' ，r;\と z 七件

びノユ イスソピア、いくつかの."，ベアンアト々、ベ')!~-'シなと}さ去ある

これh二、 j!t，;~--; :::れた空n'i'n一地立括Hむ ('-1よな v、と'"-，うことを干しといる<J

1 もιろん、惟力の交手与がな LいつiTーが'1:2;1-ノ'-場合、 t;{;古均p;.:詐J を分析し

て、 1 ¥か ι;!，) (変わるh手、をほ射するよどはわり"存易でありうが、.1.I 

から 3:'に変わる il.，官在日与庁を子~~lt芸←J'ることは官官" ごオ:{手、干~，MI~三河罰百Fん

f〆片山に言1科するこ J い関連 L-(、ι分のl卜半叱と間報や経験するはすなの E

このような変化が「隠kil 起きゐことがありうゐからである l交い問、{私有

財六が搾取シ jl川内俣湾ど，1-'~dJ~ しずさとの r、仏自主将 1点、主助を打 loiゴi 符す

y、政策を以Z ニレを治担H.自'-;\ごi当化〆↓つ!~_ -dれ，.，."、 lけC_-:"I片方ー をけさるを

r-I'ないが、よれはす-p，，);でむい二 ζ である)，ーのよ訪イ了には実|奈の政策がどうか、

社実経i行で私的柱。号活動力 cl~-れはと活性化~.-c '"，、る刀やサ析すれば、 tiL17的段

~'1-1と~，q;~許判定 r 匂こと刀4できる一 Jーなわら包私的経済情動本白 It]l' ~é，W 宇ノJ

政散を民心か、在、ゴヲ絞;丹治恥.J)す「ょ特叶 J を搾るよっ lなる時点が45行の起き

る時当だこ芦去る

~ r 11 : P" Tf，ろり~ I hF )iu:il i¥月"月[;'1いけIιh守 1日T1si:i(lll，Lhn~t. :，.V;W片付rrha; gP :"m川

tlw SOCi2.Lst旬以UL ~，() -.-llf: C:i.pi !'， ali~ 弐 yslr-: :Jl Ser:'r:l山 町wnn-'-.:.2000:33買ノ

あω全体耳一台を芦i:%uしてこれを #~'~Iリイこずゐ場合、望まし 1，吋犬践に九、 全打、

Iti止、ふ()~4':~8 ， 1;;40 1 03J 



:.:;;1 -!-/ [lD問、 200G)力 引一日τ一義持古l苦iζ 古 ，:Mす品目指r:;t

4圃 まとめ

h'Lt":'前向に主つに、 I< o~， lai 、 992) Ti (y I< o~， lai (~C(山川手おいと j是 7';:; 、れと

社会 l表体制法化論は、 dF常:説得力のあω論庄であるが、し九つかの烹で¥;

再考が必1Afだ止忠われるの 本稿 cht起し J三批許を!~ ~:ヨずる JこレでまトザJ レしと

~ "0 

1 i t-1_R-Ó~Jf字詰しや~~iJ~~オゐモアー 1)， ;7，--、 て Cうまま引 fTヰヲ~{;t市'J全J点字 ~~I-~~ .~~ <J 

Eデルシ Lて1手択〕たのh三、，と，去;ぉ一、苅遅がある。

:2) 1\ 0 ム a:~j ，'; 00引で、脱紅会主義体出li'{竺の体;tl;に}，1::-1るかが韓三味ごある l

すなわん、主主;官民H!":: Jj;.ずるのか、認司王で設に属するのかが不明である c

3iと自民 1で 海)J独占、 '~'~r丞$:]を設定 L ているが、ある担主治苛j 会主技

11'-市iJとある珂1"は、軌権勢力が社会上義氏党 ?iレタスレ シー義政

'ii:)もあるから Fあ"て、 自体制を :Jとて窄jJを放占 Tt-iるかられ土

なし、0

Li龍減2r、1J'tt産J (i))'ope;.t，y;-王丈 lよl所有J '，(八九 lle)'sh;p)とν うほ念で、

生陀ff之内所有河窪、生1'4'組執グ〉類U河包を包括 Lて'.-iるが、二つは分析

氏、ι

日

してJfi.;; t.r;~ たブ1カ勺走し〉

Kun，!l U99~、で、\-'.っ主りは分 jしごいた吋布'J c司汁変化にあるな午、

{γihl 間宮イじとdうる移行と v 品う，t~)" き刀言、

ア
心 n

Koι113ιl出.1(0)でし、岐抹;ーなって

KOl江 ':ZOOO)で、移行守 l 政治的j生存 J こいう制自で、三つの類型 1こ

分担しているが、分訟の基準がL霊 E去に ~'J'tHh呆が包tt8ヲでなしh

( -7:冬 J

集ノ?に属するどの元素もうd 治村架からタLしては， ~，了主くこ、2i，J三位、、 つの元

J;;がぬ長力部分百合い尽〕てはいけない(tJJ1世料レ

~::: '1'字 GO>!':~7) 1;;30 ，1 "4J 




